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第１ 目的 

 新型コロナウイルス感染症について、感染拡大を防止し、大府市に住民票を有する市民

（以下、「市民」という。）の生命及び健康を守るため、総力を挙げてその対策に取り組み

ながら、社会経済活動との両立を図っていくことが求められている。また、新型コロナウ

イルス感染症に係るワクチン（以下、「新型コロナワクチン」という。）の接種を希望する

全ての市民が円滑に接種を受けられるよう、国・県・医療機関等と連携し、それぞれの立

場や役割に応じて必要な体制を整備していくことが求められている。 

 本計画は、国が示す「新型コロナウイルスワクチン感染症にかかる予防接種の実施に関

する手引き」（以下、「予防接種の手引き」という。）に基づき、安心安全かつ円滑に予防

接種を実施するために必要な作業内容と手順、予防接種の対象者等を明確にすることを目

的とする。 

 なお、本計画は、接種体制の状況等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。 

 

第２ 基本的考え方 

  予防接種の実施計画策定にあたり、以下の点に留意すること。 

① 新型コロナウイルスワクチン接種を希望する全ての市民に対して円滑に接種を実施す

るため、国・県・医療機関等と連携し、迅速に接種を実施することができる体制を整

備する。 

② 市民の生命を守るため、ワクチン接種に関する情報発信を積極的に実施するとともに

市民へワクチン接種の機会を提供していく。また、効率的かつ効果的な接種方法につ

いて接種医療機関と協議していく。 

 

第３ 対象者 

1. 対象者の範囲 

（１） 原則として本市の区域内において、住民基本台帳に記録されている者を対象として

行うものとする。 

（２） 医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づくいわ

ゆる薬事承認において接種の適応とならないものは接種の対象から除外される。 

（３） 新型コロナワクチンの接種日に、戸籍又は住民票に記載のない者その他の住民基本

台帳に記録されていないやむを得ない事情があると市長が認めるものについても、

当該者の同意を得たうえで接種を実施することができる。やむを得ない事情につい

ては、別に定めるものとする。 
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2. 接種順位 

新型コロナワクチンの接種は、予防接種の手引きに示す接種順位と接種の時期に応じ

て接種を行う。 

接種順位は以下のとおり。ただし、市が接種体制を調整する対象者は、高齢者以下の

順位の者とする。 

① 医療従事者等 

② 高齢者 

③ 基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事者 

④ 上記以外の者 

 

接種対象者数の算定は以下のとおり。総人口は、令和３年３月末現在、92,881 人として

算出。 

医療従事者等 推計値 約 1,300 人 

75 歳以上の高齢者 住基人口 11,173 人 

65 歳以上 74 歳以下の

高齢者 

住基人口 9,655 人 

基礎疾患を有する者 総人口の 8.2％（20～64 歳） 7,616 人 

高齢者施設等の従事者 総人口の 1.6％ 1,486 人 

上記以外の者（12歳以

上の者） 

総人口から高齢者、医療従事者等、基礎

疾患を有する者、高齢者施設等の従事者

を除いた人数 

約 50,236 人 

合計  約 81,466 人 

※このほか、一定の要件を満たす場合、市内に住所を有しない者が接種することもで

きる。 

 

3. 対象者への連絡 

接種順位に従い、次の３段階に分けて接種の通知を行う。 

① 75 歳以上の高齢者 

② 65 歳以上 74 歳以下の高齢者 

③ 高齢者以外の者 

ただし、新型ワクチンの供給量に応じてさらに細分化する可能性がある。 
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第４ 接種体制の構築等 

1. 基本的考え方 

    本市は、大府市医師団等と連携し、市民に対して安全かつ円滑に新型コロナワクチ

ン接種を実施するため、以下のとおりワクチン接種体制を整備する。 

（１） 個別接種…市内協力医療機関での接種 

（２） 集団接種…市内特設会場での接種 

（３） 巡回接種…市内協力医療機関医師が管轄する高齢者施設での接種 

（４） 大規模接種会場での集団接種等…愛知県等が設置する特設会場での接種、事業所

が実施する職域接種等 

2. 実施期間 

（１） 個別接種…新型コロナウイルスワクチンの供給量の状況により実施 

（２） 集団接種…令和３年４月 25 日から令和６年３月３１日 

（接種の進行状況により短縮延長の可能性あり） 

（３） 巡回接種…新型コロナウイルスワクチンの供給量の状況により実施 

（４） 大規模接種会場での集団接種等…集団接種会場、職域接種等の運営主体により実

施 

3. 接種回数 

（１） 初回接種 

（５歳以上の者：１回目、２回目接種／０歳６か月から４歳までの者１回目、２回

目、３回目接種） 

従来型ワクチンは、５歳以上の者を対象に、１回目と２回目の間隔の目安は約３週

間として接種する。 

または、組換えタンパクワクチンは、12 歳以上の者を対象に、１回目と２回目の間

隔の目安は約３週間として接種する。 

乳幼児ファイザー社ワクチンは、生後６か月経過した者から４歳の者を対象に、１

回目と２回目の間隔の目安は約３週間、２回目と３回目の間隔の目安は約８週間とし

て接種する。 

（２） 第一期追加接種（５歳以上の者：３回目接種） 

   従来型ワクチン、組換えタンパクワクチンの２回目接種を終了した者のうち、３か

月以上経過した５歳以上の者を対象にオミクロン株対応２価ワクチンの追加接種を１

回行う。 

または、２回目接種を終了した者のうち、６か月以上経過した 12 歳以上の者を対

象に組換えタンパクワクチンの追加接種を１回行う。 
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（３） 第二期追加接種（４回目接種） 

  従来型ワクチン、組換えタンパクワクチンの３回目接種を終了した者のうち、３か月

以上経過した 12 歳以上の者を対象にオミクロン株対応２価ワクチンの追加接種を１回

行う。 

  または、従来型ワクチン、組換えタンパクワクチンの３回目接種を終了した者のう

ち、６か月以上経過した 12 歳以上の者を対象に組換えタンパクワクチンの追加接種を

１回行う。 

（４） 令和四年秋開始接種（５回目接種） 

従来型ワクチン、組換えタンパクワクチンの４回目接種を終了した者のうち、３か月

以上経過した 18 歳以上の者を対象にオミクロン株対応２価ワクチンの追加接種を１回

行う。 

または、従来型ワクチン、組換えタンパクワクチンの４回目接種を終了した者のう

ち、６か月以上経過した 18 歳以上の者を対象に組換えタンパクワクチンの追加接種を

１回行う。 

4. 接種可能人数 

   医師 1 名に対し、１時間あたり 20～25 名程度 

ただし、医療機関の実施体制により変動する。 

5. 接種体制の確保 

（１） 医療従事者の確保について 

① 医師：集団接種における医師については、本市が大府市医師団及び、大府市医

師団医師が所属する医療機関に派遣協力依頼を行う。個別接種における医師に

ついては、実施医療機関に所属する医師により接種を行う。巡回接種における

医師については、高齢者施設が委託する嘱託医等に依頼し実施する。 

② 看護師：集団接種における看護師については、本市の会計年度任用職員として

看護師を募集する。個別接種における看護師については、実施医療機関に所属

する看護師により行う。巡回接種における看護師については、高齢者施設所属

の看護師または、巡回接種する医師が所属する看護師が帯同して行う。 

③ 大規模接種会場での集団接種等：集団接種会場、職域接種等の運営主体が医

師、看護師を確保する。 

（２） 医療従事者の配置について 

     接種に必要な人員数の想定、人員リストの作成、業務内容に係る事前の説明、業

務継続が可能なシフトの作成など、業務の優先順位及び内容に応じた配置を行う。 
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6. 接種会場 

（１） 個別接種会場 

 個別接種会場とは、本市が大府市内医療機関への協力依頼に基づき、集合契約し

た接種医となっている医療機関とする。 

No. 医療機関名 住所 電話番号 

1 いきいき在宅クリニック 森岡町六丁目 77-1 ８５−９８７９ 

2 今井眼科医院 中央町三丁目 67 ４７−７３６４ 

3 いまむらクリニック 共和町七丁目 68-3 ４５−５５６５ 

4 いみずクリニック ⻑根町⼀丁目 83-3 ４７−０１３２ 

5 大府あおぞら有床クリニック 吉田町半ノ木 45-1 ８５−１５１０ 

6 大府ファミリークリニック 柊山町⼀丁目 3  ４８−６６６１ 

7 丘の上たなか耳鼻咽喉科 横根町狐山 128-3 ４５−４４１1 
8 おくむら内科眼科クリニック 森岡町五丁目 11 ４８−０１２３ 

9 加藤内科・胃腸科 中央町六丁目 91 ４６−８９００ 

10 共和病院 梶田町二丁目 123 ８７−０６０６ 

11 久野内科医院 北崎町内田面 26 ４８−４０６１ 

12 河野小児科内科 森岡町二丁目 398 ４８‐７７８７ 

13 児⽟クリニック 若草町二丁目 102 ４８−８５６７ 
14 産院いしがせの森 森岡町⼀丁目 193 ４４−４１３１ 

15 順和クリニック 東新町三丁目 1‐2 ４６‐５６７７ 

16 診療所大府 吉川町⼀丁目 55 ４６−７７７０ 

17 鷹羽外科医院 明成町⼀丁目 327 ４７−４１１１ 

18 田中整形外科クリニック ⻑草町山⼝ 57-2 ４７−１１８１ 

19 つかむら医院 東新町二丁目 258 ４８−００８８ 

20 中村耳鼻咽喉科 半月町二丁目 1-1 ４８−８７３９ 

21 なだか山クリニック 横根町名⾼山 5-26 ４６−７５６６ 
22 早川クリニック 東新町二丁目 140 2 階 ４７−０９９３ 

23 はやかわ耳鼻咽喉科クリニック 東新町二丁目 140 1 階 ４７−１１８７ 

24 柊ヒルズ内科クリニック  柊山町七丁目 50 ４４−８１８８ 
25 柊みみはなのどクリニック 柊山町三丁目 315 ４６−３３４１ 
26 平野内科 月⾒町三丁目 129 ４６−００３０ 
27 ペンギンこどもクリニック 共⻄町四丁目 391-2 ４８−７７００ 

28 前原整形外科リハビリテーション
クリニック 

北崎町五丁目 55 ４４−５５０５ 

29 みつばクリニック 共栄町六丁目 475 ４４−０００８ 
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No. 医療機関名 住所 電話番号 
30 宮田整形外科・皮フ科 江端町三丁目 76 ４６−７７８８ 

31 みやはら医院 森岡町⼀丁目 188 ４４−６７１１ 

32 村瀬医院 中央町二丁目 100 ４６−２０１２ 

33 めいせい志賀クリニック 明成町二丁目 280-1 ４５−５９５９ 

34 やすい内科 桜木町二丁目 192 ４４−６５２１ 
35 山田整形外科 中央町⼀丁目 105 ４７−７０１１ 

36 国⽴⻑寿医療研究センター 森岡町七丁目 430 
0120-08-5544 
38-5544 

37 ゆき皮フ科クリニック ⼀屋町四丁目 84 ４４−９１００ 

38 みどりの森クリニック 江端町五丁目 174 ４６−１５８０ 
39 キッズランドクリニック大府 柊山町⼀丁目 175-1  ３８−６１００ 
40 ひこさかクリニック 共⻄町⼀丁目 344 ４６−８０５５ 
41 あいち小児保健医療総合センター 森岡町七丁目 426 ４３−０５００ 
42 せんだ内科・外科クリニック ⻑草町田面 160-1 ４６−１００３ 
43 おおぶ糖尿病・甲状腺クリニック 柊山町⼀丁目 175-1  ４６−７４００ 
44 てらだ内科クリニック 横根町名⾼山 24 ５７−３９００ 

（２）集団接種会場 

   集団接種会場とは、市が医療機関以外の会場で集団接種を行うために設置する会場と

し、接種会場については、以下の９か所とする。但し、接種の進行状況により、会場の

増減は起こりうるものとする。 

   ・大府市役所（大府市中央町五丁目 70 番地） 

  ・愛三文化会館（大府市明成町一丁目 330 番地） 

  ・大府市立大府北中学校（大府市東新町三丁目 3-1 番地） 

  ・メディアス体育館おおぶ（大府市横根町平地 191 番地） 
  ・大府市保健センター（大府市江端町四丁目 2 番地） 

  ・神田公民館（大府市神田町三丁目 115 番地） 
  ・北山公民館（大府市梶田町六丁目 274 番地） 

  ・長草公民館（大府市明成町二丁目 60番地） 
  ・吉田公民館（大府市高丘町二丁目 2 番地） 

（３）大規模接種会場 

   大規模接種会場とは、愛知県等が集団接種を行うために設置する会場で、以下の所と

する。 

   ・藤田医科大学病院（豊明市沓掛町田楽ケ窪１番地９８） 
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7. 予約受付 

（１）個別接種 

各医療機関に電話連絡または直接各医療機関窓口、ウェブサイトで申込み（但し、国

立長寿医療研修センターについては、集団接種と同様の予約方法とする） 

（２）集団接種、大規模接種会場での集団接種 

本市ウェブサイトの専用ページまたはコールセンターで申込み 

２回目の接種予約のみ、１回目の接種会場内でも申込み可能 

※個別接種では、接種医療機関を１回目と２回目で原則変更することはできないものとす

る。 

※1 回目と 2 回目で個別接種と集団接種を組み合わせることは原則できないものとする。 

8. 予防接種への同意 

（１） 予診票 

   予診票については、国が示す様式を使用する。 

（２） 接種不適合者及び予防接種要注意者 

   予診の結果、異常が認められ、予防接種を受けることが適当でない者又はそれに該当

する疑いのある者と判断される者に対しては、当日は接種を行わない。また、予防接種

の判断を行うに際して注意を要する者については、慎重に予防接種の適否を判断すると

ともに、説明に基づく同意を確実に得るものとする。 

（３） 接種後副作用反応等に関する説明及び同意 

   予診の際は、予防接種の有効性・安全性、予防接種後に通常起こり得る副反応やまれ

に生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度について、接種の対象者又はその

保護者がその内容を理解し得るよう適切な説明を行った上で、予防接種の実施に関して

文書により同意を得た場合に限り行うものとする。 

（４） 16 歳未満の予防接種等 

   医療機関及び接種会場における新型コロナワクチンの接種については、原則、保護者

の同伴が必要であることとし、同意等については予防接種の手引きに基づき取り扱うも

のとする。 

9. ワクチンの確保 

   市は、県から割り当てられた新型コロナワクチンを市内医療機関、集団接種会場に割

り当てる。また、ワクチンを市内医療機関、集団接種会場に移送を行う際は、ワクチン

毎に定められた適正な保管温度により、市が責任をもって移送する。 

   大規模接種会場での集団接種に使用するワクチンは、接種会場の運営主体が確保する。 

（１） 個別接種会場へのワクチンの分配 

市は、県から配分されたワクチン量を鑑み、各医療機関に分配を行う。国立長寿医療

研究センターは基本型接種施設であることから、分配の最小ロットは 1 箱とし、搬入業

者より直接配送をしてもらう。 
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個別医療機関へは、各医療機関の希望数と分配されたワクチン量を鑑み、できるだけ

不平等とならないよう分配を行う。 

（２） 個別接種会場へのワクチン分配量の通知 

 国立長寿医療研究センターへは V－SYS を利用して通知を行う。 

 市内医療機関へは、メールまたは FAX にて分配量の通知を行う。 

（３） ワクチン量に見合った予約の受付 

 ワクチン分配量が決定したら、予約を開始する。 

（４） 個別接種会場へのワクチン配達量の決定 

 各医療機関はワクチン接種予約数を把握し、ワクチン運搬日の前日にワクチン配達

希望量を市へメールまたは FAX にて報告し、配達量を決定する。 

10. 実績報告 

（１） VRS システムへの登録 

 接種を実施したら、すみやかに VRS システムへ結果の登録を行う。 

（２） V－SYS への登録 

 市は集団接種分を、個別接種では各医療機関にて実施した分の実績を V－SYS への登

録を行う。 

11．接種費用の支払い 

   市民が市内医療機関で接種した場合は、市が直接医療機関に対して支払いを行う。 

市民が住民票所在地外に所在する医療機関等で予診や接種を受けた場合は、愛知県国

民健康保険連合会より請求を受け、支払う。 

   ただし、別途、支払い方法を定めた場合は、この限りではない。 

12．市民への情報提供、相談受付 

   市は、市民に対して新型コロナワクチン接種に関する接種対象、接種期間、接種場所

などの情報を積極的に提供するとともに、相談受付窓口であるコールセンターを設置す

る。 

ただし、専門的な相談対応は県が担うことから、県と連携して対応する。 

13．健康被害救済の申請受付、給付 

   新型コロナワクチンの接種を受けたことによると考えられる健康被害が生じた場合、

健康被害救済給付の申請を受付け、国が接種による健康被害と認定したときは、救済給

付を行う。 

14．接種記録の管理 

   本市は、市民が新型コロナワクチンの予診や接種を受けた場合は、その記録を VRS に

登録し、管理する。 

15．その他 

   本計画に定めのないものは、都度、担当部門、庁内、大府市医師団、医療機関等と協

議を行い、決定するものとする。 


